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当会は、経済産業省、財団法人ＪＫＡ及び関係団体のご協力を得て、「機械安全の標準化

事業」と「機械安全の推進事業」に取り組んでおります。 

これは、機械安全の国際標準化活動における国内審議団体としての使命を果たすとともに、

その普及活動を通じて我が国における機械安全の確保に貢献しようとするものであります。 

機械安全は、ＥＵにおけるＣＥマーキング制度の発足を契機に、関連するＥＮ規格が制定

され、これに基づく国際規格化が進められるなど、世界的にもその重要性が認知されてきて

おります。 

我が国においても、平成 18 年の労働安全衛生法の改正により、機械設備に対するリスク

アセスメント等の実施が努力義務化されるなど、機械の包括的な安全基準に関する指針が強

化され、安全性確保に国際標準の考え方を取り入れた取組が従来以上に求められるようにな

ってまいりました。 

こうした情勢に対応するため、生産現場の実情に合わせた具体的な安全方策を検討する

必要があります。そのため、問題点の洗い出し及び課題解決の正しい方向性の討議を平成

20 年度より重ねてまいりました。 

平成 21 年度は設備をシステムとして捉えた際の安全性確保を中心に、日本の生産現場に

おける現場力の実態把握やリスクアセスメントの実施状況など、正しい現状認識を共有出来

るよう調査、検討を実施いたしました。 

本報告者は、企業が機械安全へ取り組む一助となるよう、取り纏めたものです。 

本報告書が、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

            平成 22 年 3 月      社団法人日本機械工業連合会 

会 長 伊 藤  源 嗣 
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は じ め に 
 

機械安全に関しては、欧州を中心に ISO/IEC 国際標準により安全の基本概念から個別機械

の安全にいたるまで、体系化された標準が構築されている。これは中国を含むアジア各諸国にお

いても、世界的な安全確保の共通認識となってきている。我が国では、機械ユーザにおける機械

を使用する人間の作業安全対策が中心であったため、機械による安全対策を中心とする国際標

準の考え方が未だ浸透していないのが現状である。これを踏まえ、国際競争力を維持するために

も機械安全の本質を理解し、生産現場における設備機械の安全性確保にどのように繋げるかが

重要と思われる。 

 機械安全の本質を理解するためには、企業経営者の理解、社会基盤の整備、教育制度など多

くの解決しなければならない課題がある。しかし、課題解決の方策を議論する前提として、製造企

業の生産現場が抱える問題点を明確にする必要がある。 

本報告書は、単体機械のみならず生産設備ラインとして組合わされたシステムと捉え、安全性

確保の問題点の洗い出し課題の明確化に努め、現場力の実態把握など生産現場の実情により

忠実な討議を纏めたものとなっている。 

本報告書が、企業の多くの生産現場における問題抽出、課題の明確化に役立てられるとともに、

機械の包括的な安全基準に関する指針や、国内外の安全規格への対応にも寄与することを期待

する。 

 

機械安全を設備安全に展開するための 

課 題 と 方 策 に 関 す る 検 討 部 会 

主査 栗 原 史 郎 
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1. 調査研究の目的 

我が国の機械産業の根幹を支える大規模な生産設備では、多数の機械がラインとして連結さ

れ、プラントとして稼動している。生産システムとして、効率的な生産を実現し、確実な機械安全を

実現していくには、設備としての機械システムに対する安全性確保のプロシジャーを提供していく

ための検討が必要とされる。そのためには、我が国の産業界において、生産システムの中で機械

安全を設備安全に展開していくために、現状における課題を整理し、今後の方向性を明確にして

いくことが求められる。 

本事業は、平成 20 年度に立ち上げた「機械安全を設備安全に展開するための課題と方策に

関する検討部会」において検討した現状認識及び問題点の抽出を踏まえ、課題の明確化と方策

の方向性を討議するために、効果的な支援を行うことを目的とする。 
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2. 検討部会の開催 

本調査研究の目的を達成するために、設備安全に関する有識者から構成される機械安全を設

備安全に展開するための課題と方策に関する検討部会（以下、検討部会）を組織し、以下に示す

5 回の検討部会を開催し検討を行った。 

 第 1 回 平成 21 年 7 月 1 日 
 第 2 回 平成 21 年 7 月 29 日 
 第 3 回 平成 21 年 9 月 30 日 
 第 4 回 平成 21 年 11 月 10 日 
 第 5 回 平成 22 年 1 月 29 日 

 

検討部会では、主として以下の論点について議論し、検討を行った。 

• ２０年度検討部会での問題点及び課題について確認 

• 現場力について 

• 日本の現場力を活かした生産設備ラインの安全性確保 

• 生産設備ラインの安全性確保に必要な機能、要素 
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3. 設備安全を確保する基本プロセスの問題点と課題の再整理 

3.1 平成 20 年度検討部会で明らかになった課題の整理 

3.1.1  平成 20 年度部会で明らかになった課題 

平成 20 年度の検討部会の議論で明らかになった、我が国の機械産業における機械安全から

設備安全へ展開する上で、現状におけると課題として、以下の 5 つが挙げられる。 

• 安全に関する基本的な考え方とルールに関する課題 

• 設備の安全対策を実施する主体と役割に関する課題 

• 設備の保全業務に関する課題 

• グローバルビジネスとしての展開の課題 

• 新しい技術の適用に関する課題 

 

 なお、本部会における用語の定義として、「機械」とは工場出荷時の段階で、追加の防御策など

何も設置されていない状態を指し、 「設備」とは使用状態に設置されて、追加の防御策が施され

たものである。 

(1)  安全に関する基本的な考え方とルールに関する課題 

• 国内企業にいまだに存在する安全神話 

• 設備安全の基本ルールが未確定 

安全に絶対はない。従って、絶対安全も存在しない。という考え方は、我が国にも定着しつつ

あるように見える。事業者側も、「この設備は絶対に安全です。」というような説明はしないし、社会

からの要求も、「絶対に事故を起こすな。」という言い方は用いなくなっている。しかし、各企業の

根底には、程度の差こそあれ、「安全神話」が存在するのではないかと感じる。 

安全神話の下においては、安全であると信じているため、ハザード（危険源）の存在もなく、従
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ってリスクも存在しないことになり、リスクアセスメントは成立しない。日本の企業にリスクアセスメント

が定着しない理由の一つが、この安全神話でないかと考えられる。 

これに対して、欧米の考え方は、基本的には「危険神話」である。基本的に危険が存在してい

ると信じているために、その危険がどの程度存在するかを把握しなければ安心することができず、

そのための方法がリスクアセスメントになる。このため、リスクアセスメントを行うことは、ごく自然のこ

とと受け入れられることになる。 

日本が安全神話を受け入れることができた背景には、関係する人々の弛まぬ努力があったこと

は間違いがない。治安の良さは、高い教育レベルと社会のモラル、優秀な警察組織等で、事故の

ない新幹線は、高い技術力と運行管理能力で支えられてきたものだろう。工場の安全については、

主として作業者の技能の高さにより、事故件数が抑制されてきたものと考えられる。しかし、これら

の安全神話を支えてきた要素が、これまで通り継続するという保証は何もない。その一方、工場の

設備機械や、社会を構成する技術には、新しい技術が取り入れられ複雑さは上昇する方向であ

る。安全神話を払拭し、リスクアセスメントを基本とする国際標準の考え方に移行していくことは、

必然の流れであると考えられる。 

 

単体の機械が、あるいは組み合わせられた複数の機械が、使用される場所で設備として設置さ

れた後、どのような手続きを経て機械ユーザに完全に引き渡されるか、という点については、個別

の機械導入契約の中で規定されているものはあるとしても、我が国においては明確な共通ルール

は存在しない。 

重要な段階である設備の立ち上げについて、関係する機械メーカ、機械ユーザの果たすべき

役割、責任が、明確になっていないのは、現代のビジネス環境では本来許されることではない。

据付の作業を主体的に実施するのは誰か、立ち上げを確認する手段は明確に定められているか、

システムインテグレータは関与しているか、設備の設計段階から機械ユーザが関与しているか、な

ど、影響が考えられる様々なことを考慮する必要があるため、個別のケースごとに検討が必要であ

るが、それでも立ち上げ時に確認しておくべき事項など、共通のルール化を機械製造業界として

検討していくことが必要である。 

(2)  設備の安全対策を実施する主体と役割に関する課題 

• 設備の安全については、機械メーカの設計が全てを考えるべきか。 
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• 機械ユーザ側でのリスクアセスメントは負担が大きい。 

欧州では、生産現場に設置される機械設備についても、原則として、全ての安全対策は機械メ

ーカが実施する。EC 機械指令が安全性を確保した機械でなければ流通を許さなくしたために、

EU では機械メーカの安全対策が急速に進んだと言えわれている。そのために、危険な機械が流

通することが非常に少なくなった。しかし、一方で、機械メーカに安全対策をほとんど全て任せる

ことになったため、生産現場の技術力が弱まってしまった、ということを指摘する研究者もいる。 

その点、日本では、機械ユーザ自らが安全対策を行ったり、機械の改造を行ったりすることがで

きるほど、現場の力は強いと言われている。その力を、機械安全の国際標準に基づく枠組みのも

とで、いかに発揮することができるかが、我が国の製造業が国際的な競争力を維持していくため

に、重要なポイントであると考えられる。 

従って、設備安全を全て機械メーカ任せにすることは、我が国産業界のこれまでの特徴を活か

すことができなくなると考えられる。一方で、機械のハザードについて最も詳しいと考えられる設計

者は機械メーカに存在する、機械設備のリスクアセスメントを正しく実施するためには機械メーカ

の協力は不可欠であると言える。機械ユーザと機械メーカが、それぞれの特徴を発揮し、協力し

ながら、設備安全としてのリスクアセスメントを実施し、安全性確保の方策を進めることが理想であ

る。このような方策を、我が国の産業界として積極的に推進していく、各工業会とそれを構成する

企業による自主的な取り組みが必要とされると考えられる。 

機械メーカのサービスの一つとして、機械ユーザのリスクアセスメントを支援するメニューを用意

することが有効であると考えられる。また、我が国の産業界の自主的な取り組みとして、機械メー

カと機械ユーザが協力してリスクアセスメントを実施していく体制を実現していくことも効果的であ

ると考えられる。 

(3)  設備の保全業務に関する課題 

• 保全業務中の事故が多い。 

• 保全性について設計段階で十分に配慮されていない。 

• 保全作業の標準化が進まない。 

• 保全作業のリスクアセスメントが進まない。 

機械設備の事故が発生する状況としては、保全作業中、あるいは修理作業中での発生が多い
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と、検討部会でも報告されていた。機械設備の無人化が進むことによって、定常運転中の事故は、

かなり減ってきていると考えられるが、保全作業といった非定常作業における事故は、現時点で

は防げていないのが現状である。 

保全作業によっては、防護カバーを開けて確認をしたり、作業をしたりする必要が生じることも

あり、通常の機械作業者にとっては複数の防護装置がある設備であっても、保全作業中は 1 種類

の防御しかなくなってしまうこともある。従って、保全作業者は、一般の機械作業者に比べると、常

に事故発生頻度の高い状況に存在することになるため、はるかに高いリスクに直面しているため、

事故の発生も多いことになる。 

機械の安全を確保するためには、第一には、設計段階で検討することが必要である。従って、

保全作業における安全性を高めるためにも、機械の設計段階での検討が必要であるが、保全業

務については機械設計者の想定外とされることが多く、優先度が低いと考えられていることが事実

のようである。このために、保全性について設計段階で十分に配慮されていないため、保全性に

問題のある機械設備で、やりにくい保全を苦労していっていることにより、作業時間が長くなったり

して事故が発生しやすくなる。 

以上のようなことを、できるだけ上流段階で解決していくために、機械メーカが実施する設計段

階におけるリスクアセスメントにおいて、保全担当者が積極的に参加し、保全作業面からの要求を

提案できる機会を、機械メーカとしては積極的に用意するべきであろう。また、機械ユーザとしても、

機械メーカに対して、そのような場の設定を要求していくことが必要と考えられる。このような場に

おける意見交換の積み重ねにより、より高い保全性を持つ安全な機械設備の実現に繋がると考

えられる。 

保全業務の多くは非定型な作業であるため、標準化はなじまないと言われている。標準化が行

われないために、作業のリスクの定量的な評価もできず、リスクは保全の各担当者レベルで解決

すべきものとされてしまう。 

リスクアセスメントについても、標準化と同様に、保全作業にはなじまないものとされてきた。しか

し、機械側の対策を進めるにあたっては、リスクを把握することが第一歩とされる。まずは定期的な

保全作業を中心に、リスクアセスメントの適用を進め、適用範囲の拡大を進めながら、保全作業全

体のリスクを把握していくことが将来的な対策を進める上で、重要であると考えられる。 

参考資料として、次ページに水野委員から提供していただいた「保全における安全の課題」を

添付する。 
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保全における安全の課題 
 

1.保全職務の定義と特性 

【 定義 】 

 機械の修理のほか、特に専門性を必要とする設備診断や定期点検、メインテナンスを行う職務で、機械

修理は定型的に行う定期補修と突発故障に対応する突発的な補修に区分される。ラインへの機械の据付け、

現地組み立て工事、初期流動管理の領域をカバーするケースもあり、この場合は、工事業者の工事管理な

ども職務範囲に含む。 

職務内容は、産業機械分野では、大別して機械保全、電気保全の領域に分かれ、主に工業高校、工業高

等専門学校などでの基礎的な職業訓練を履修した者で構成する。「職業能力開発促進法」に定める能力検定

制度により、国家資格として「機械保全技能士」の資格などがある。 

企業における保全部門は、企業組織内で保全部門を保有するケースから、それらの部門を分社化して、

エンジニアリング会社として独立させているケース、それらを混交させて業務に従事させるケースや企業

規模により、外部の保全サービス会社に大半を業務委託しているケースなどがある。 

 

【 職務の特性 】 

 一般的に機械のオペレーターが機械のリスクに対して、「隔離安全」「停止安全」などの安全防護物によ

る保護方策が講じられた状態で機械の取扱いを行うのに対して、機械の点検、修理などに従事する保全担

当者は、それらの安全防護方策を解除した上で作業を行うことがあり、安全防護物の保護下で行う作業は

限定される場合がある。 

 国際規格での、保全の安全性確保に関する規格要求事項は、 

・ＩＳＯ１２１００－２の「本質的安全設計方策」の 4.7 項「保全性に関する規定」に 

機械へのアクセスの容易さ、取扱いの容易さの確保等の規定 

・ＩＳＯ１２１００－２の「安全防護および付加保護方策」5.2.4 に 

機械の使用局面の一部分として、保全がリスクアセスメントで考慮されなければならないこと 

・ＩＳＯ１２１００－２の「安全防護および付加保護方策」の「一般的要求事項」5.3.1 に 

可能な限り、ガードまたは保護装置の除去なしに保全の基本的な作業を可能とすること 

が定められ 

  ・5.5「付加保護方策」の 5.5.4「動力の遮断およびエネルギーの消散」において 

    特に保全および修理に関して、動力供給の遮断、蓄積エネルギーを消散させる技術的な手段 

    の装備、施錠措置 

などの言及がわずかに見られるのみである。 

 

2.保全の災害/事故の重大リスクの例 

 （1）保全作業中に第三者による起動で被災する事故 

   保全エリアで作業中、第三者がエリア内の死角に入った保全マンの存在に気づかず、動力源を復帰

し、再起動を行ってしまうケース。 

原因としては 

・保全マン自身の非常停止措置、動力源遮断措置の失念 

    ・操作盤のタグアウト（札掛け）措置のみ、ロックアウト措置なし 

    ・トラップキーシステム、動力源のロックアウトのための用具の欠如 

    ・同一エリア内に複数の保全グループが存在 
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 （2）保全作業中の不意の起動、高圧流体の噴出など 

原因としては 

 ・停止エリアが分割された機械システムでの、停止/稼動エリアの誤認 

 ・二重系の閉塞バルブ、残圧抜きなどエネルギー遮断の不徹底 

 ・起動インタロックの欠如 

（3）保全作業中の感電事故 

   原因としては 

    ・故障箇所の確認のため、電源投入状態で作業 

    ・電源表示機器の故障（電源ランプ玉切れなど）による誤認 

    ・充電部の防護不足（オブスタクル、フィンガープロテクターなし） 

    ・制御電源と動力電源が同一で、操作電源のＰＥＬＶ(安全低電圧)化が行われていない機器 

    ・第三者による電源投入－（1）関連 

    ・漏電遮断器の遮断容量の不適 

    ・絶縁用保護具、用具の未使用または用具の絶縁性能劣化 

その他、保全作業中の高所からの転落、圧力容器の爆発/火災、ピット内での酸欠事故など、多岐に

亘っている 

 

保全の重大リスク対応については、「動力源管理」と並んで「多重防護」による保護措置がキーワードに

なるが、もし閉塞が完全でなかったら、もし異常信号が入ったら、もし誤操作をされたら、という「もし

もの事態」を複数想定して然るべき防護を何重にも考えておくという、危機対応の発想が希薄で、シナリ

オを一つしか持たず、シナリオ通り都合良く事は進むものと楽観して、不測事態への「Alternative」を予

め考えないことが保全の事故の背景にあると思われる。多くの保全事故が「首の皮１枚」でつながった状

態での作業をしていたことに起因するが、「一箇所、閉塞していれば十分」「それ以上の追加の防護措置は

過剰」「屋上、屋を架す」という感覚が、効率一辺倒の日本企業の現場ではまだまだ強いことがうかがえる。 

※「多重防護」･･･例えば、遮断弁以外に更に手動バルブを設けて２重に閉塞しておき、万一遮断弁がア

ウトでも手動バルブで阻止する。更に手動バルブの誤操作を防ぐために、ロックアウ

ト措置をとっておくといった、二重、三重の防護を施す方法を多重防護と呼ぶ 

 

ＯＳＨＡ規制のようなロックアウト/タグアウト措置は、日本企業では特に保全部門から融通性に欠けた

硬直的な方法として、自分達の仕事の邪魔になると敬遠され、日本ではなかなか導入に弾みがつかない。

今のところ、アメリカのような法制化の動きも国内にはないが、いずれ、この方法を、日本企業も取り入

れていかざるを得ないものとみられる。すでにトヨタ自動車などでは過去の事故教訓（死亡事故）から、

これらを積極的に取り入れる動きがある。 

                                 

        

        

 

 
制御電源の閉止、施錠措置の例 

 スナップスイッチをOFF側で固定し、南京錠で 

 施錠している（Danger のタグのかげに南京錠） 

  ････ 身体の一部が触れて、誤って電源投入される 

可能性や、誤認によって他人の操作がなされ 

たりすることを防ぐ 
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  ロックアウトキー 

 

 これらを、より洗練させた方法のひとつとして、ＲＦＩＤによる入場許可、退場管理のシステムなどが

検討されている。 

 また電源遮断をすると機械の制御系のメモリーが飛び、アクチュエータの原点戻しなどの面倒な復帰操

作が電源遮断を行うことをためらわせるといった問題を解消するため、「電源管理」の方法として動力電源

のみを遮断し、制御電源を生かしておくといった方法も出てきている。 

 

3.機械の設計段階における保全性、安全性の確保 

【リスクアセスメントと保全性】 

 基本規格のＩＳＯ１４１２１「リスクアセスメント」では、リスクアセスメントに際して、機械のライ

フサイクル局面ごとのアセスメントを行うことを重視し、保全などについてもリスクアセスメントの対象

とすべきことを要求するとともに、アセスメントの第1段階「機械の制限仕様の決定」において 

  ・使用上の制限事項 

  ・空間上の制限事項 

  ・時間上の制限事項において、当該機械の「保全要素」に関する事項を明確化することを求めている 

                別添資料参照】－「機械の各種制限事項の明確化」 

 

 ただし、現状の実務的な機械の設計場面で、保全性についての検討は、設計者のもとで十分になされて

いるとはいえず、保全性への配慮は極めて不十分な状況といわざるを得ない。 

 その背景として考えられる事項は 

 ・保全職務そのものは設計者の関心や想定の範囲外 

機械設計者、メーカーは、機械のオペレーションに関る各種想定（主作業、切替/材料供給、異常

処置など）を行うにとどまり、機械の保全についての各種想定を殆ど埒外に置いている 

  ・保全職務そのものについてのリスク情報の欠落 

機械設計者、メーカーのリスクアセスメントの場面に、機械使用者の声が反映されることはあっ

ても、保全担当者をリスクアセスメントメンバーに加えられることは皆無に等しい 

  ・機械の生産性に直結しない保全効率は、脇に追いやられがち 

機械設計者、メーカーの関心は、機械の生産性に直結するオペレーターの作業効率、作業性の良

 
 グループロックアウト 
 
 肝心の南京錠を開錠するキーは危険領域内 

で作業に従事する当事者に持たせるように 

している。 

一度に多人数が危険領域に立ち入る場合の 

操作器のロックアウト方法については、北 

米ではＯＳＨＡ規制により「グループロッ 

クアウト」という方法で、操作器の操作レ 

バーやキーを右図のような集合ボックスに 

収納し、危険領域に立ち入る全員が各自の 

キーでボックスの蓋を更に南京錠で施錠を 

するという方法が取られる。危険領域から 

各人が随時退出する都度、各自で南京錠を 

解錠していくが、一人でも危険領域に残留 

している限り、集合ボックスの蓋は開く事 

ができないので、操作器の起動はできない。
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し悪しには向けられても、機械の生産性に直接関連しない保全の効率まで及んでいない。 

   （例外的なケースとして、自動車や航空機のエンジンおよび補機類などの設計では、ディーラーの

保全部門、航空会社の整備部門の声が、整備性の観点から多く取り入れられているが、これらは

ディーラー整備の生産性、航空会社の航空機の運行効率に直結していること、組織的で系統的な

保全情報の収集が可能であることによる） 

  ・機械設計者の大半が機械の保全職務の内容をよく知らない 

といった点が挙げられる。 

 

 一方の保全部門側の背景として考えられる事項は 

・リスクアセスメントの保全部門への能力付与の立ち遅れ 

機械のリスクアセスメントについて、殆ど訓練は受けていない。 近は機械設計者、使用者側の

管理/監督者にはリスクアセスメント教育が行われるようになってきたが、保全部門は、それらの

教育から取り残されがちになるケースが多い 

・保全屋の「職人気質」が災い 

難度の高い整備、やりにくい保全をやってのけることが、高い保全「技量」と考えている節があ

り、積極的に保全性、整備性について、機械設計者、機械メーカーに注文をつけることをしない。 

機械使用者（事業者）もオペレーターの作業効率、作業性への関心は高いが、保全性については

意識が低い 

  ・保全業務のリスクは「残留リスク」 

保全業務のリスクは、機械設計の考慮によるリスク低減より、保全担当者のリスクコントロール

に委ねられる、やむを得ない「残留リスク」として捉えられている 

 

 こうした状況の打破には、保全部門に対するリスクアセスメントの教育などを通じて、保全部門の意識

改革を行い、機械の発注に際して、機械メーカーの設計段階のリスクアセスメントに保全部門の要求を反

映させる仕組み、道筋をつけることが、まず先決であろう。 

（保全、エンジニアリング部門に対する安全に関る工学的な教育、リスクアセスメント技術の系統的な付

与を計画的に進めている企業として、旭硝子、本田技研工業などが挙げられる） 

 

4.定型的な保全業務のリスクアセスメントと標準化 

 機械メーカーの設計段階での保全性の配慮が 大限なされるようになっても、保全作業のリスクは未解

決のまま、保全担当者に委ねられるものが少なくないことが予想される。 

【 保全作業の標準化 】 

その中でも、機械の定期補修など繰り返し、定期的に行われる保全作業は標準化が可能な領域であるが、

企業現場の生産ラインにおける生産業務の標準化、作業標準の整備ほどには、積極的に取り組まれてはい

ないのが現状である。理由は、 

・他の保全業務の多くが非定型のもので占められており、標準化に馴染まないとされていること 

・保全のリスクは、各保全担当者レベルで解決されるべきものとされている 

主に保全職務に必要なノウハウ、リスク制御手段は「個人技量」の中に集積されるものとして解釈

されており、保全のリスクはおしなべて個人が適切に制御すべきものとする認識 

といった事情が背景にある。 

（一部の企業では保全の安全に関る基本的な事項は「保全手帳」といった小冊子に、ノウハウ集とし

て各人に配布教育されている） 

従って、作業標準の整備の領域では、総じて保全部門は圧倒的に立ち遅れている。ＩＳＯ９０００の審

査や認証に際しても、製品品質に直結する生産工程部門の標準化、文書化には焦点が当てられるが、保全

部門については、保全作業に関る各種資格管理の状況までで、保全作業方法の標準化、文書化まで深く踏

み込んで審査されているケースは少ない。 
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【 保全作業のリスクアセスメント 】 

同様に繰り返し、定期的に行われる保全作業は、個々の保全作業のステップや手順について、それらに

含まれるリスクのアセスメントは、実施しようとすれば可能であるが、これも余り熱心に取り組まれては

いない。先に述べたように、保全部門がリスクアセスメント教育の対象からこぼれてしまっていることも

背景にあり、今後は、前述の標準化促進の前提として保全部門へのリスクアセスメントの導入を図ること

が不可欠。 
 



 

－12－ 

 

(4)  グローバルビジネスとしての展開の課題 

• 企業の意識をさらに向上することが必要とされる。 

• 日本のボトムアップの仕組みをベースに、グローバルに受け入れられる仕組みを構築。 

• システム全体を機械メーカが保証する仕組みへの移行。 

企業に対してコンプライアンスを求める傾向は、一層厳しくなっている。ここでコンプライアンスと

は、単に法令遵守だけではなく、法令とは別に社会的規範や企業倫理までも含まれる、と考える

ことが多くなってきている。つまり、法令だけを守っていれば、後は何をやっても許される、という状

況ではないと言える。 

しかし、実際には企業に対する訴訟が頻発するような状態ではないため、企業側の意識として

は、コンプライアンスと言っても、従来通りの法令遵守レベルに止まっている企業が多いと見られ

る。これらの企業の意識をいかに向上させることができるかが、大きなポイントであると考えられる。 

日本の生産現場においては、ボトムアップにより現場が変わっていく仕組みがある。このような

日本のボトムアップの取り組みについて、その特性を損なうことなく、国際標準として認められるも

のとしていくことが、今後の日本の製造業にとっては必要なことであると考えられる。法律に先駆け

て、国際標準として自分達で必要なルールを作成していき、必要があれば法律はそれを参照す

れば良い、という考え方が国際的には主流となってきた現代においては、日本の企業も、もっと国

際標準化活動に参加することが必要とされる。 

グローバルな鉄道事業や水処理ビジネス等ではすでに進められているように、システム全体の

トータルなサービスを、製造業に対しても新しいビジネスとして展開していくことが考えられる。つ

まり、製品製造のための設備を保全付きで提供する、というビジネスの出現である。これにより、製

品メーカとしては、設備の導入や保全に関する心配を一切することなく、製品設計と製造に集中

することができる。 

(5)  新しい技術の適用に関する課題 

• 機械の使用に認証が必要な IT を活用した仕組みを検討する。 

• 設備機械のモジュール化を推進し、インターフェース規格戦略により新しいビジネスモデル
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を構築する。 

機械の事故を防ぐ一つの手段として、使用者の限定を厳密に行う方法が考えられる。使用者が

限定されることにより、誤使用による事故を防止するとともに、機械を使用する資格を明確にし、使

用者の意識向上も図ることを目的としている。機械使用者を使用者の能力により限定することが、

事故発生防止の対策として有効であることを、実証プロジェクトとして確認していくことが、将来に

実用化に向けて必要であると考えられる。 

機械に要求される機能を体系的に分割し、それぞれの機能を実現するモジュールを具体化す

ることで、モジュールの組み合わせにより機械を構成する方向が、今後の機械製品開発の進むべ

き道であると考えられる。機械ユーザのニーズは、今後もさらに細分化し、機械メーカとしては

様々な個別の要求に応えていくことが、機械メーカの生き残りとして必須である。また、モジュール

化は、現場での保全作業を、交換が必要とされるモジュールの交換だけで済ませることを可能と

し、保全の作業の安全性確保にも大きく貢献すると考えられる。 

モジュール化を進めることにより、モジュール単位で状態を監視する機能を実現することが可能

である。モジュール単位で、確実に機能を発揮しているか、不具合を呼ぶ状態になっていないか

等、動作の状況のモニタリングを行うことができるため、不具合の予兆が得られたと同時に、交換

すべきモジュールを特定することができるため、故障を事前に発見し、最短時間で対処することが

できる。また、この状態監視機能を用いることで、モジュール単位での起動順序・停止順序をコン

トロールする技術を確立することができるため、状態に応じた最適な非常停止、非常停止状態か

らの速やかな復帰等の機能が、現実に近いものになると考えられる。これにより安全性を確保する

と同時に、機械の使い勝手を大きく向上することにつながると考えられる。 

3.1.2  平成 20 年度検討部会で示された方向性 

平成 20 年度では、3.1.1 節で示した課題に対して、設備安全への展開に関して方向性が以下

のように示された。 

• 設備機械のライフサイクルにおけるリスクアセスメントの共通ルール化 

• リスクアセスメントにおける機械メーカと機械ユーザの協力関係推進 

• 保全業務の標準化とリスクアセスメントの推進 

• ボトムアップの日本の取り組みを国際標準に反映 
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• 新技術の積極的な活用検討 

(1) 機械設備のライフサイクルにおけるリスクアセスメントの共通ルール化 

労安法の改正により、機械ユーザによるリスクアセスメントの実施が努力義務化されたことや、

機械包括安全指針の改正版の公表で機械メーカと機械ユーザの両者にリスクアセスメントの実施

を求めたことで、我が国の機械製造業におけるリスクアセスメントの普及と定着は、今後も進んで

いくものと考えられる。ただし、現状では、設備機械のライフサイクルを考慮したリスクアセスメント

の明確なルールは存在していない。ライフサイクルのこの時期に、誰がリスクアセスメントを実施し、

その結果を誰に伝えるべきかは、安全に関する責任の所在を明確にする上でも、非常に重要なこ

とであると言える。 

設計の段階から廃棄の段階まで、機械設備のライフサイクルにおけるリスクアセスメントの共通

ルール化を、関係者間の協議によって構築していくことが求められる。 

(2) リスクアセスメントにおける機械メーカと機械ユーザの協力関係推進 

改造された機械のリスクアセスメントは、現実的には機械ユーザが実施している。機械包括安

全指針においても、機械の改造を行うときには、機械メーカにリスクアセスメントの実施を求めてい

るように、機械を設計していない機械ユーザが機械のハザードを把握するには限界がある。その

ため、導入後の設備機械（改造の有無にかかわらず）のリスクアセスメントには、機械メーカの知見

を活かすことが、有効なリスクアセスメントを実施するためには必要である。 

現状では機械メーカは独自のリスクアセスメント結果を機械ユーザに提供はするものの、機械

ユーザと協力してリスクアセスメントを行うことは少ない。機械ユーザ、機械メーカのそれぞれの立

場から、リスクアセスメントを協力して実施するためには解決すべき課題があると考えられるが、関

連工業会の事業として実施するなど、実現に向けた活動を進めていくことが必要であると考えられ

る。 

(3) 保全業務の標準化とリスクアセスメントの推進 

我が国の製造業を支えているのは、設備機械の保全業務を担当している技能集団であるとも

言える。それと同時に、非定型作業が連続することから、最もリスクが高く、実際に事故が発生し

やすい部署であるとも言えわれる。非定型作業が多いため、保全業務の標準化は難しいと言わ

れるが、作業リスクの定量評価を行い機械側の対策に結びつけるためにも、標準化を進めること
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が必要である。同様に保全業務のリスクアセスメントも難しいと言われるが、定期的な保全業務を

中心にリスクアセスメントの適用を進め、保全業務全体のリスクを把握していく試みを進めることが

重要であると考えられる。 

(4) ボトムアップの日本の取り組みを国際標準に反映 

我が国の生産現場においては、ボトムアップにより現場が変わっていく仕組みがあり、国際的に

見ても独特であるが、これが日本の強みである「現場力」であると言える。日本の製造業の国際競

争力を維持している原動力となっているのが、この現場力である。 

このようなボトムアップの取り組みについて、その特性を損なうことなく、国際標準として認めら

れるものとして提案していくことが、今後の日本の製造業にとっては必要なことである。日本国内

限定の取り組みであるからとして、国際標準を無視して独自路線を進んでいたとしても、国際標準

に準じない設備で生産された製品は流通させない、という要求が、いつどこで示されるか分からな

い状況であることを認識しておくことが必要である。 

(5) 新技術の積極的な活用検討 

日本製の設備機械は、使い勝手の点で他国製に比べて優れている、という評判がある。日本

製の機械は、短いトレーニングで使用することができるようになり、マニュアルを読まなくても使える

ようになる、と言われる。後は、安全性についても世界のトップクラスとなれば、より一層の競争力

を誇ることができると考えられる。安全に関しては、国内法の要求レベルが高くなかったこともあり、

日本の独自技術は少ない。安全を確保する次世代の技術、特に情報技術を安全性確保に活用

した技術が、日本発で生まれていくことを、業界全体としても支援していくことが必要であると考え

られる。 

3.2 機械安全を設備安全に展開するための論点 

3.2.1  今年度の論点 

3.1.1 と 3.1.2 で示した課題と方向性を受け、今年度の検討部会で議論し整理した論点につい

て、以下に示す。 

• 本検討部会におけるファシリティ（施設、設備）の枠組みの定義が不明確である。 
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• 機械と制御の整合性と安全性確保のアプローチの共有化が不足している。 

• 設備の変更管理（Change management）が十分ではない。 

• 日本の現場力が生産設備ラインの安全確保に活かされていない。 

 

(1) ファシリティ（施設、設備）の枠組みの定義が不明確 

平成 20 年度の検討部会では、設備安全を展開する上で対象となる設備が明らかではなかっ

た。具体的には、設備の規模や、どの程度のリスクが潜在する設備を対象にするかが十分に定義

されていなかった。しかし、設備安全の展開を検討する上では、特に、設備がどの程度のリスクを

潜在しているものを対象にするのかが重要な前提条件である。アメリカの OSHA(Occupational 

Safety and Health Administration) の場合、設備をローリスクファシリティ、ミディアムファシリ

ティ、ハイリスクファシリティに分類しており、例えば、ローリスクファシリティとして一般の産業装置、

ミディアムリスクファシリティとして半導体装置が挙げられる。リスクで設備を分類するのは、ローリス

ク、ミディアムリスク、ハイリスクで求められるハザード分析、リスク分析のレベルが異なるからである。

このような観点から、電気、水等も含むファシリティまで含めて検討する。 

(2) 機械と制御の整合性と機械安全への展開のための考え方 

国内において、機械の専門家、電気・制御の専門家が協力していないため、機械と制御の整

合性が不足している。機械と制御の融合はメカトロ分野で進んではきているが、他分野の国内メ

ーカでは、一般的設計の手順として、構造設計、機構設計、最後に制御設計の順で行うことが多

い。本来は、フロントローリングで構造設計、制御設計を考慮してコンカレントエンジニアリングで

進めていく時代であるのに、多くの企業は、今まで通りに行っていることが多い。アメリカでは、設

備 安 全 に 関 し て OSHA/PSM(Process Safety Management) に よ っ て 機 械 の 健 全 性

（Mechanical Integrity Level）が浸透しており、制御系は IEC 61508 (Functional safety of 

electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems)と、アメリカの API 

RP 580(API Recommended Practice 580, Risk-Based Inspection)で同等のリスク分析が求

められている。このことから、機械担当と制御担当が一緒に議論することが必要とされる。また、今

までの日本では、オペレータへの訓練等で安全を担保する作業安全、労働安全主体の考え方で

あったが、機械のハザードを抽出、対策するといった機械側で安全を担保するという、機械安全

の展開が必要である。 
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(3) 設備の変更管理（Change management）が十分ではない 

日 本 で は 設 備 の 改 造 が 機 械 ユ ー ザ に よ り 行 わ れ る が 、 設 備 の 変 更 管 理 （ Change 

management）ができていない。変更管理は、ISO10006(Quality management systems -- 

Guidelines for quality management in projects) の 7.2.4 示 さ れ て い る Change 

management と 、 ISO10007(Quality management systems -- Guidelines for 

configuration management)の表題でもある Configuration management が存在するが、メ

ーカにおいて両者の理解が十分でなく、日本には根付いていないといえる。そのため、変更管理

が不十分なことで起きるトラブルも多いと言われている。しかし、労安法でも、設備の改造時にはリ

スクアセスメントを行い、対策を求めることが努力義務とされている。一方でアメリカでは、改造は

認められるが変更管理が必要であり、変更の際にはリスクアセスメントが要求されている。 

(4) 日本の現場力が生産設備ラインの安全確保に活かされていない 

日本の現場力の強さは、品質、能率、生産性にあり、安全にはなく、リスクアセスメントなどの慈

善的な取り組みに関して、日本の現場力は弱いのではないかと考えられる。日本の現場力の強さ

は、品質、能率、生産性にあるが、それを安全に活かすにはどうすれば良いか。また、その障害に

なることは何か。安全性における日本の現場力の強みは何かを検討する。 

これの課題についての解決策を検討していくにあたって、以下に示すような方向性で議論を進

めることを検討部会で確認した。 

• 日本の強みと考えられている現場力と、生産設備ラインの安全性確保との関係性 

• 設備安全に関するシステムインテグレーション 

 

「日本の現場力が生産設備ラインの安全確保に活かされていない」という論点に対して、そもそ

も「日本の現場力」とはいかなるもので、生産設備ラインの安全確保に活かされるものなのかにつ

いて、「日本の強みと考えられている現場力と、生産設備ラインの安全性確保との関係性」として

文献調査をベースにして検討部会で議論を行った。 

「ファシリティ（施設、設備）の枠組みの定義が不明確」、「機械と制御の整合性と安全性確保の

アプローチの共有化が不足」、「設備の変更管理（Change management）が十分ではない」とい

う論点に対しては、設備のライフサイクルの全てに関与すると考えられるシステムインテグレータに

着目し、その必要性について検討部会で議論を行った。 
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4. 製造業における現場力 

生産設備ラインの安全を確保する上で、日本の強みとして挙げられる現場力が活かされていな

いという論点が存在する。ここでは「現場力」というものを定義してから、生産システムラインの安全

性確保に活かせるのかを検討する。 

4.1  現場力とは 

製造現場に関するさまざまな論評で登場する「現場力」という言葉は、日本の製造業の強みとし

て挙げられている。本部会でも、日本の「現場力」によって生産システムラインの安全性確保に活

かせるのではないかという提議がなされた。しかしながら、「現場力」という言葉の定義が十分であ

るため、生産システムラインの安全性に関与する力なのかも不明確である。そこで、現場力の定義

として、参考文献[1]を参考にして、以下に示す。 

 

• 企業活動のオペレーションを担う現場が持つ組織力のこと。 

• 具体的には、現場が自ら問題を発見し、解決する能力をさす。 

• 自律的問題解決能力 

 

また、この現場力には以下の 3 つが揃ったものが必要とされている（図 4-1）。 

• 決められたルーチン（日常業務）をこなすだけではなく、現場で発生する様々な問題を「当

事者」として解決しようとする強い意志、柔軟な頭脳、強靱な足腰を有する。 

• 現場の全ての人間が、現場力の重要性を理解し参加する「組織能力」。 

• 単に改善活動を行うのではなく、現場力を徹底的に磨き上げ競合他社をはるかに凌駕す

る「優位性」にまで高めようとする高い志、目標設定。 

そして、ここで大切なことは「問題」であり、問題に対してどのように向き合うのかが重要である。

強い現場力をもつ企業は、その問題を乗り越えようとするが、並の現場力では、ルーチンをこなす

だけ、悪い現場力では問題自体を隠そうとするのである。 
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現場力

全員理解・参加
の「組織能力」

高い志による
「優位性構築」

問題解決に対す
る「当事者意識」

現場力

全員理解・参加
の「組織能力」

高い志による
「優位性構築」

問題解決に対す
る「当事者意識」

 

図 4-1 現場力に必要な 3 要素 

(参考文献[1]を参考に三菱総研で作成) 

このような要素で構成される現場力は、以下 3 つの指標で測ることができるとされている。言い

換えれば、現場力は、どのような場面で活かされるのかということである（図 4-2）。 

• 「品質」は、業務、あるいは業務連鎖全体の品質。（失敗やミスなどの初歩的な劣化を防

ぐ工夫も含む） 

• 「コスト」は、仕事の流れの中のムダ・ムラ・ムリの徹底排除によるコスト競争力。 

• 「スピード」は、業務連鎖と意志決定のスピードの追求。 

そして、一見困難に思える、「品質」、「コスト」、「スピード」の両立と「品質」、「コスト」、「スピー

ド」による優位性の進化、粘り強く磨き続ける「持続性」が必要である。 

     

品質
(Q)

スピード
(S)

コスト
(C)

トレードオフ
の克服

品質
(Q)

スピード
(S)

コスト
(C)

トレードオフ
の克服

 

図 4-2 現場力を測る 4 つの指標 

(参考文献[1]を参考に三菱総研で作成) 

持続性
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以上のように定義された卓越した現場力は、「コスト優位性」「新たな価値創出」の両面におい

て圧倒的な競争力を企業にもたらすとともに、この組織能力には企業間格差があり、現場力の高

い企業持続力のある競争力を確立すると考えられる。 

現場力の定義について、大阪大学の池田光穂教授1によると、「現場力とは、実践の現場で人

が協働するときに育まれ、伝達することが可能な技能であり、またそれと不可分な対人関係的能

力などの総称のことをさす。現場にある物理的な力だけでも、個人に備わる能力だけでもない。そ

の両方の性質を有するものである。言い換えると、現場力は、現場にあるのでも、個人あるのでは

なく、現場と個人がマッチした場に現れる、人間の具体的な技能ないしは具体的な能力のことで

ある。」、「現場力は、人間個人ないしは集団に所有されるような技能や能力として把握することが

できない」と定義している。 

4.2  現場力を強化する取り組み 

旭硝子では、現場力を強化するための取り組みを行っている。日本のモノづくりの現場を支え

てきた団塊の世代が定年を迎えるとともに、設備の自動化により生産技術の原理・原則への理解

が不十分になったり、事業内容の見直しや急速な拡大により技術者・技能者の不足が生じること

が考えられる。そこで、熟練技能者・高度技術者が培ってきたモノづくりの技術・技能を現場に継

承し、発展させていくために、「モノづくりへのこだわりと現場力の強化」＝「技術・技能の強化、伝

承」を経営方針の主要課題として取り上げ、取り組んでいる。 

 

 

図 4-3 技術・技能の強化、伝承のための AGC グループ施策 

(出典：AGC ホームページ) 

                                                  
1 http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/060518genba.html 



 

－21－ 

4.3  生産ラインシステムの安全性確保と現場力 

4.1 節で定義した現場力は、現場で発生する様々な問題を「当事者」として解決しようとする強

い意志、柔軟な頭脳、強靱な足腰であるから生産ラインシステムの安全性確保に活用できるもの

と考えられる。しかし、一方で、現場力は、人間個人ないしは集団に所有されるような技能や能力

として把握することができないという曖昧さも見受けられる。検討部会においても、現場力と生産ラ

インシステムの安全性確保との関係に対しては疑問も挙げられた。 

以下に検討部会で挙げられた現場力の実態について記す。 

(1)  生産で発揮される現場力 

• 現場力は、生産現場における生産性向上、品質改善の力であり、設備のライフサイクルで

言うのならば製造、保全と運用の効率性で発揮される力と考えられる。 

• 現状、現場の安全性確保に関しては、十分に活かされていない。 

• 生産に関する現場力も落ちている。その原因として、ローコストオペレーションで稼働して

いること、正規社員が減少していることが考えられる。また、現場には正規、非正規の社員

など様々な技能をもった社員が存在しており、素人でも製造ができるような現場になってい

て、高度な技能が必要とされなくなっている。 

(2)  設計力不足の裏返し 

• 現場力の反対語として、「設計力」が考えられる。上流段階における設計能力である。現場

力の強い企業は設計力が弱いことの裏返しとも考えられる。 

• 設計段階で明確な仕様書、設計書を作成しなくても、要求を口頭で伝えるだけで、現場で

それ以上の製品を作ってしまうことが挙げられる。この設計力が弱いことで、本質安全設計

が実現出来ずに、作業安全任せの機械が出来てしまう。 

• 一見無理な要求、設計でも製造の技能で難なく作ってしまう。 

(3)  欧米との違い 

• 欧米では上流の設計、プランニングの段階で誰でも作業出来るような仕様を明確に定め、

それをトップダウンで現場の作業者に作業させるため、現場力という考え方自体存在しな

いのではないか。 
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• 欧州の機械安全の考え方は、設計力で安全を確保して、誰でも安全に使えるようにすると

いう考え方である。 

(4)  強すぎる現場力の弊害 

• 現場の安全性が損なわれた原因として、強い現場力の影響も考えられる。なぜならば、

個々人のオペレータの能力で改善してしまい、それが設計に反映されないため、本質的

に何を改善しなければならないのかが分からなくなってしまっている。 

• 現場で完結してしまい、経営層への情報伝達がうまく回らないという問題もある。 

• 現場の人間が自主的な改善と言って、与えられた責任以上のことまで手を伸ばしてしまい、

それが原因で事故を起こしてしまうことも挙げられる。 

 

以上の観点から、これまで現場の安全性が確保されてきたのは、設計で埋められなかった残留

リスクを現場力によって改善する、つまり、製造段階の工夫によって機械を改造したり、オペレータ

の訓練等で危険を回避してきたからといえる。このように、今までは、現場力でカバーすることが出

来た部分もあった。しかしながら、近年は、現場の安全は十分に担保できないと考えられる。その

理由として、現場における安全活動である KYT や小集団活動、教育・訓練というのは、作業安全

の観点であり、巨大化、高速化、複雑化する生産ラインシステムに対して、作業安全のアプローチ

だけでは、リスク分析に抜けが発生したり、高速化した機械では人間の動作で危険を回避すること

は非常に困難だからである。つまり、過度な現場力依存による体制を改める必要がある。そのた

めにも、機械安全の観点を取り入れた、設備安全のルールについての体系的な整備が必要であ

る。 
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5. 生産ラインシステムの安全性確保に必要な機能と要素 

5.1 生産ラインシステムの安全性確保とインテグレーション 

機械単体のリスクアセスメントは、機械メーカの情報をベースにして実施することで安全方策を

検討することが可能であるが、複数の機械を含む生産ラインシステムは、それぞれの機械が持つ

リスクだけでなく、組み合わせによる新たなリスクの可能性を含めて検討する必要がある。そこで

重要なのが、システム全体のとりまとめを実施しているシステムインテグレータの存在である。シス

テムインテグレータは、システム導入の目的達成を主業務とし、安全性を含む、運用・保守などの

健全性の確保も重要な要素となる。 

5.1.1 システムインテグレータの役割 

(1)  システムインテグレータとは 

システムインテグレータは、機械メーカと機械ユーザの双方が情報を共有し、全体の目標達成

を判断基準として活動を行う。システムインテグレータについて、アメリカの MIL-STD、及び

NASA では、インテグレーティング・コントラクターという用語を用いて、以下のように定義してい

る。 

a) MIL の定義 

インテグレーティング・コントラクターとは、全ての関連契約業者(Associate contractor)の安全

機能を統合する者（インテグレータ）として指名された者である。 

b) NASA の定義 

インテグレ-ティング・コントラクターとは、当該システムを完全な統合システムとして運用するた

めのインターフェースを解決するに要する Extra works を実施する契約者をいう。 

システムインテグレーションの活動は、機械メーカと機械ユーザの橋渡しであり、発注段階から

スタートし、運用の体制を構築し、システムに係わるステークホルダーの責任と役割を明確にする

ことである。そして、ステークホルダー間の責任を途切れさせないこと「chane of responsibility」

が重要である。 
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一般的なシステムインテグレータの役割を表 5-1、V 字ライフサイクルにおけるインテグレータ

の位置づけを図 5-1 に示す。 

 

表 5-1 システムインテグレータの役割 

フェーズ 役割 

企画 フィジビリティスタディ 

基本条件の確認、分析・現状調査、立地調査・環境調査・将来計画 

機能設定・投資経済性評価、概算投資コスト算出 

基本計画 基本計画書の作成 

各種データ分析、各種条件整理、設定、法規関連調査、配置計画、建築計画 

ゾーニング計画、機械設備導入計画、ユーティリティ計画、全体工程計画、投資

予算策定 

基本設計 基本設計書の作成 

全体システム設計、オペレーション設計、レイアウト設計、建築設計、建築付帯設

備設計 

生産設備設計、物流設備設計、情報システム計画、ユーティリティ設備計画、全

体工程表、概算建設費算出 

詳細設計 詳細設計書の作成 

各種申請図書の作成、引合仕様書の作成、プロジェクト遂行計画書の作成、調

達計画 

調達 引合先選定、技術評価、見積比較、契約、発注、納期管理、品質管理 

製造・建設 建設計画立案、各種工事、労働安全管理、工程管理、 

原価管理、現場検査、官庁検査 

試運転 性能確認、試運転立会、運転マニュアル作成、オペレーション教育、完成図書提

出 

運転 メンテナンス、操業指導 
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ステークホルダーの責任と役割を明確にする、「chane of responsibility」の具体的な例として、

NASA の定義に記されている「Extra works」が挙げられる。Extra works とは、発注者も受注

者も予見不可能な想定外のコスト、作業を要する契約金額に含まれていない事項で、当該契約

を完遂するために必要であり、契約者が履行しなくてはならない業務を言う。本来、Extra works

であれば、インテグレータは、発注者にコストの要求と工程の延期を主張する権利があるものの、

日本の機械メーカは認識せずに損失を引き起こす傾向がある。この Extra works の重要性が認

識されておらず、契約ベースライン・マネジメント、チェンジマネジメント（変更管理）およびクレーム

マネジメントが実施されないまま業務を遂行することが問題である。 

(2)  変更管理 

変更管理が不十分なことが原因で起きる現場の安全に関するトラブルも多い。部会においても、

作業現場の工程変更は、安全や品質に対してかなりの影響を与えることがあり、工程変更によっ

て事故を誘発することがあるとの見解があった。このことからも、変更管理は、日本に根付いてい

ないマネジメントといえる。また、単に変更するだけではなく、変更に関するドキュメンテーション、

変更後のリスクアセスメントが重要である。このように、どのようなステップを踏んで変更を行うのか

を計画し、実施、管理するのが変更管理である。この変更管理は、日本では一つの用語と見なさ

れているが、国際的には、Change management と Configuration management で使い分け

ら れ て い る 。 Change management は ISO10006(Quality management systems -- 

Guidelines for quality management in projects)の 7.2.4 示されており、Configuration 

management は 、 ISO10007(Quality management systems -- Guidelines for 

configuration management)として国際規格化されている。それぞれの違いについて、以下に

述べる。 

a) Change management 

ISO10006 の 7.2.4 に示されている Change management2とは、変更点の明確化、評価、承

認、ドキュメンテーション、実行及び管理を行う。チェンジマネジメントのベースラインは、コストとそ

のプロジェクトのプロパティーで決定するものである。また、次の事項を考慮に入れる。 

• プロジェクト範囲、プロジェクトの目標及びプロジェクトマネジメント計画書に対する変更を

運営管理すること。 

                                                  
2 JIS Q10006 では、「変更のマネジメント」として訳されている。 
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• 相互に連結しているプロジェクトプロセスにまたがる変更を調整し、不一致があれば全て

解決すること。 

• ドキュメント変更の手順 

• 継続的改善 

• 要員に影響する変更の側面 

 

b) Configuration management 

ISO10007 の Configuration management3は、製品（システム）の構成情報である製品の設

計、実現、検証、運用及びサポートに関する要求事項の正式な承認と、その製品の管理活動で

ある。Configuration management は Change management の一部である。 

 

 参考資料として、次ページに、松本委員から提供していただいた資料（添付資料）を添付する。 

                                                  
3 ISO10007 の対訳版では、「構成管理」と訳されている。 
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設備安全におけるシステムインテグレータの役割について 

 

１．システムインテグレータとは 

顧客に設備システムを設計、調達、製造、施工、コミッショニングして引き渡す主契約者であるシ

ステムインテグレータについて米国の MIL（1）および NASA（２）は、インテグレーティング・コントラク

ター（Integrating Contractor）という用語を用いて、その役割を次のように述べている。 

 

MIL の定義：インテグレーティング・コントラクターとは、すべての関連契約業者（Associate 

contractor）の安全機能を統合する者（インテグレータ）として指名された契約者をいう。 

 

NASA:の定義：インテグレーティング・コントラクターとは、当該システムを完全な統合システムと

して運用するためのインターフェースを解決するに要する Extra works（３）を実施する契約者をい

う。 

 

注（1）：MIL-STD-882E Standard Practice for System Safety 

  （2）：NHB （NASA Hand Book） 8040.2 

  （3）：予見不可能な想定外のコスト･工程を要する契約金額に含まれていない事項で、当該契

約を完遂するために必要であり、契約者が履行しなくてはならない業務をいう。なお、わが国の産

業界が実施する輸出業務において、Extra works の概念の重要性が認識されておらず、必要な

契約ベースライン・マネジメント、コンフィギュレーション・マネジメントおよびクレーム・マネジメントが

実施されないまま業務を遂行するため赤字を生み出す要因となっている。 

 

２．システムインテグレータの実施すべき事項 

（l）システム安全の視点から求められる事項 

 システムインテグレータが実施すべきシステム安全マネジメントおよびシステム安全エンジニアリ

ングには次の事項がある（MIL-STD-882E）。 

 当該システムのハザードを特定し評価し除去/抑制する、すなわち当該システムの全ライフサイク

ルを通じて管理上許容可能なレベルまで関連するリスクを低減する（システム安全プログラムの実

施）。 
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（ａ）システム安全プログラムを実施するため下記事項を実施すること。 

 ・関連契約業者・下請業者との権限・責任の明確化 

 ・関連契約業者および下請業者が実施するハザード分析、リスクアセスメントおよび検証データ 

に関する書式と手法についての指定、および提出データの評価 

 ・関連契約業者に提出要求しているデータの収集と配付 

 ・関連情報と工程の特定 

 ・仕様書およびインターフェース要求事項の一部として関連契約業者に割り当てるべきシステム

要求レベルの明確化 

 ・安全関連データの特定 

 ・当該システムの安全分析の統合化 

 ・その他 

 

（b）リスクアセスメントの実施に際しては、関連契約業者・下請業者間のインターフェースおよび統

合システム設計と運用に関わるインターフェースを分析すること。 

 

（c）セーフティアセスメントの実施に際しては、当該システムの統合化により生じる災害リスクを分析

すること。 

 

（d）前記（b）（c）の実施に際しては、関連契約業者と下請業者の実施したデータと分析も利用する

こと。 

 

（e）安全に関わる事項について、関連契約業者に対して助言と指導を行うこと。 

（f）安全に関わる事項について、関連契約業者間の相違について解決すること。 

（g）その他 

 

（2）リスクマネジメントの視点から求められる事項 

 発注者も受注者であるシステムインテグレータも、契約の時点で、インターフェースに関わる事項

等に起因して予見し得えず契約金額に入っていない安全対策を含む余分な業務（Extra works）

が発生した場合、システムインテグレータはその Extra works を実施する責任がある。ただし、

Extra works 発生時にシステムインテグレータが然るべきアクションをとれば、それに要する費用

（Extra costs）は国際約款の規定に従い発注者と受注者であるシステムインテグレータが応分の
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負担をすることになる。 

 前記 NASA：のインテグレーティング・コントラクターの定義は、この視点からのものであり、当該

システムを完全な統合システムとして運用するためのインターフェースを解決するに要する Extra 

works は、システムインテグレータの責任であるとしている。 

 

（a）契約ベースラインマネジメント 

 Extra works は、当該契約のベースになる契約範囲（Scope）、契約条件（Conditions）および

工程（Schedule）の三つの基本ファクターが、発注者側の要求変更やインターフェース条件等に

関わる不確定性要因の顕在化により変動するため、Extra works が生じ契約金額（＄0）を上回る

Extra costs （$1）が発生する（下図参照）。 

 

 
 システムインテグレータは、業務遂行にあたり常にベースラインの変動を監視するための契約ベ

ースラインマネジメントを実施する必要がある。 

 

（b）コンフィギュレーション・マネジメント 

契約ベースラインの変更を監視し評価し影響を分析し、当該プロジェクトに及ぼすコストと工程

に対するリスク評価を実施するコンフィギュレーション・マネジメント（変更管理 :ISO 10007 

Configuration management）を実施する必要がある。契約ベースラインに影響をもたらす変更

であると判断した場合、ドキュメンテーション/レコード化しクレーム手続きに入らねばならない（下図

参照）。 

 

（c）クレーム・マネジメント 

Extra works の起因による Extra costs の発生および工程遅延に対して、発注者に必要な請求

をするクレーム（Claim）処理は、システムインテグレータに与えられた正当な権利の主張である。

クレーム処理をするマネジメントをクレーム・マネジメントという（下図参照）。 
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ただし、クレーム手続き（クレームの方法や提出時期）を誤るとクレームの権利を放棄したものと

みなされる。FIDIC 国際約款では Extra works の発生した時点から 28 日（4 週間）以内にクレー

ム通告とクレーム書を発注者に提出しなければ、当該クレームは無効となる。 
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施設システム安全（Facility System Safety） 

 

１．施設システム安全の特徴 

 （1）「施設システム安全」発展の背景 

 施設システム安全（Facility System Safety）の概念は、1980 年代以降における米陸軍工兵隊

および海軍施設部隊が、港湾、空港、橋梁などの施設を建設するプロジェクトの計画設計段階で

MIL STD のシステム安全の考え方を導入することから始まっている。施設建設のプロジェクトは、

単体機械の安全（Safety of Machinery）とは異なり、設計段階で機械や装置類からなる多数のサ

ブシステムが特定の意図の下にシステム化され、システム全体の安全を図らねばならない。このた

め多数のベンダーから機械類を調達し、その施設を建設する現地の環境条件を分析評価した上

で、現地サイトにおける建設施工およびコミッショニングを経て当該施設の運用・保全に至り、最終

的に解体段階に至るまでの安全確保の確立をめざすことになる。 

 さらに対象となる施設建設プロジェクトも国内外の現地環境条件の異なるサイトに諸施設を建設

する上に、ミサイル発射場や弾薬庫のような極めてリスクの高い施設から、通信施設、資材倉庫の

ような比較的リスクの低いものまで多岐にわたる。また、半導体製造施設のように技術進歩の激し

い分野では、計画設計段階から調達、施工建設、コミッショニングおよび運用段階を経て撤去・廃

棄段階に至るライフサイクルの短いものもある。 

 1980 年代以降の上記動向を受けて MIL-STD-882E では、新たにミサイルや衛星などの発射

施設を対象とした「発射安全プログラム要求事項」（1）が加わっている。 

注（1）：TASK 108 - Launch safety program requirements 

  

（2）施設のリスクレベルとハザード分析 

 ミサイルやロケット発射場や弾薬庫のような軍需施設、あるいは化学プロセスや発電プラント、鉄

道などの交通運輸施設などは、保有あるいは運用するエネルギーレベルが極めて大きい高リスク

施設（High risk facilities）の代表的なものである。一方、物流倉庫、下水処理場、橋梁、ずい道

などは、エネルギーレベルからみると低リスク施設（Low risk facilities）と言える。さらに受変電施

設、一般的製造施設、立体駐車場などの諸施設は、エネルギーレベルからみるとその中間に位置

付けられる中リスク施設（Medium risk facilities）に当たる。また、半導体製造施設などは、取扱

っている物質のもつ物性指数から中リスク施設の範疇に入る。 

 このように施設によりエネルギーレベルの大小および取扱っている物質の物性指数が異なるた

め、対象とする施設により実施すべき分析対象事項も採用すべき分析評価手法も異なってくる。な
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お、施設の種類によっては、当該施設のミッション（任務・使命）の違いからも採用すべき分析評価

手法が異なってくる。 

 

表 1 にリスクレベルからみた施設区分とその特徴と施設例を示す。 

 

表 1 施設区分と特徴 

リスクレベルからみた施設の区

分 

特      徴 

高リスク施設 

（High risk facilities） 

 保有あるいは運用するエネルギーレベルが極めて大きい

施設、あるいは有毒物質や爆発性物質が最低基準を超す

総量が存在し、SHI 注（1）が一定水準以上の有毒物質を使

用・製造・処理・保有する施設 

（例）発電プラント、化学プラント、大量交通輸送施設など 

中リスク施設 

（Medium risk facilities） 

 保有あるいは運用するエネルギーレベルが、大きくない施

設 

および取扱っている物質の物性指数（SHI）の大きい施設 

（例）一般製品製造プラント、受配電施設、大型冷凍施設、

半導体製造施設、高度医療施設など 

低リスク施設 

（Low risk facilities） 

保有あるいは運用するエネルギーレベルが極めて低い施設

（例）物流倉庫、港湾荷役施設、立体駐車場、廃棄物処理

施設など 

 

注（1） SHI : Substance Hazard Index （物質ハザード指数）の略称で OSHA も採用している。

 

注（2）上記施設区分は、米国社会における一般的な区分である。欧州（ＥＵ）における SevesoⅡ

指令による施設区分である“Upper Tier” および“Lower Tier”は、各々上記表のほぼ High 

risk facilities と Medium risk facilities に類似している。 

 

２．リスクアセスメント 

 （1）リスクアセスメントの目的 

 施設建設プロジェクトは、プロジェクトの設計段階においてプロジェクトの全ライフサ 
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イクルにわたり、施設自体を構成する多様なハードウェアとソフトウェアの安全を確保し、 

調達・製造して、施設を施工しコミッショニングし、当該施設の安全と適確な運用を図り、 

保全する人の安全および作業手順の適正化、さらには環境保全への適切な対応を図らねば 

ならない。このため設計段階におけるハザード分析・リスク評価結果をプロジェクトの各 

フェーズに織り込み、各フェーズに”Layer of protection for facility”を構築する安全概念であ

る ”Safety through design”の考え方が NSC （National Safety Council）により提唱され

OSHA にも導入されている。 

 したがって、高・中リスク施設建設プロジェクト契約では、施工段階および運用保全段階における

ハザード分析・リスク評価に関する作業要求とドキュメントの提出要求が、施設オーナー（発注者）

からコントラククー（契約者）に出されるケースが多い。 

 

 （2）施設システム安全で考慮すべきハザード 

 ・現地サイト（気象、土質、地形、電磁環境、自然災害など）に関わるハザード 

 ・サイトへのアクセス（道路、鉄道、通信など）に関わるハザード 

 ・施設レイアウトに起因するハザード 

 ・施設内外の機器・装置類および付属設備に関わるハザード 

 ・サブシステムを構成する機器類に潜在的に存在するハザード：リスクランキングに必要 

 ・サブシステム間のインターフェースに関わるハザード 

 ・システムとサブシステム間のインターフェースに関わるハザード 

 ・ベンダー/サプライヤーを含む第三者とのインターフェースに関わるハザード 

   （例：調達品・支給品などに関わるハザード） 

 ・サブコンを含む第三者とのインターフェースに関わるハザード 

   （例：基礎工事・建屋工事・ユーティリティ供給工事などに関わるハザード） 

  ・オーナーからの電力・水・原材料を含むユーティリティ供給条件に関わるハザード    

 ・潜在的な危険が存在する建設用資機材（溶接・溶断用ガス、高圧ガス、作業用足場材など）

の使用に伴うハザード 

 ・施工用建設機械（クレーン、フォークリフトなど）の運用に伴うハザード 

 ・仮設設備（仮設受配電設備、排水ポンプ設備など）の運用に伴うハザード 

 ・搬入・施工・試運転・運用保全段階における労働安全を脅かすハザード 

 ・搬入・施工段階における建設機械の運用に伴うハザード 

 ・運用保全段階における機器類の経年劣化に起因するハザード 
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 ・その他 

  

（３）ハザード分析 

 施設システム安全の対象施設は、有害物質・危険性物質を扱わない上に扱うエネルギーも低レ

ベルである資材倉庫・一般製品製造設備などの低リスク施設から、化学物質・有毒物質・放射性物

質・高エネルギーなどを扱う石油化学プロセスのような高リスク施設に至るまで極めて対象が広い。

このため対象施設によりリスクレベルが異なるので、ハザード分析もリスク評価法も一様ではない。 

 その中で施設の種類を問わず施設システム安全を考える上で極めて重要なハザード分析・リスク

評価手法として ETBA および HAZOP がある。 

 

① ETBA （Energy Trace and Barrier Analysis） 

 施設の施工・運用に必要なエネルギーが、流れてはならない流路にエネルギーが伝わり、その

流路に位置しているターゲット（人・財物）にヱネルギーが及ぶことにより事故が発生する。したがっ

て、そのエネルギーを断つためには適切なバリアーが必要である。この安全概念に基づく分析法

が ETBA （Energy Trace and Barrier Analysis）。である。エネルギーの伝導、拡散、放射など

に起因する事故・災害の予知および予防活動に有用である。 

 

 

② HAZOP （Hazard and Operability Study） 

 流体プロセスに潜在的に存在するハザードの分析と操作性を分析する目的で開発されたが、現

在ではエンジニアリング全般およびマネジメントの領域にまで適用されるようになっている。分析対

象の流量、圧力、温度などのパラメータに”no”、”more”、”less”、”reverse”、”fluctuation”、”

sooner”、”where else”などのガイドワード（Guide words）を組み合わせて、定常状態からの逸

脱事象による「ずれ（Deviation）」を特定する。 

 Deviation の特定例： 

   Less ＋ Flow   → スチーム圧が減少したら 

   More ＋ Gas Temperature  → ガス温度が規定値より上昇したら 

   Fluctuation ＋ Voltage  →電源電圧が変動したら 

 

 Deviation に基づくリスクを評価しリスクランキングし、リスクの大きいものから優先的 

にリスク低減を図る（OSHA）。 
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 （４）施設リスクレベル区分と分析評価手法 

 施設が潜在的に有するリスクの大きさに応じて表２に示すように、リスクレベルを低、中、高のリス

クカテゴリーに応じたハザード分析およびリスク評価を採用することになる 

（表３参照）。 

 

 

表 3 施設リスクレベル区分と分析評価手法の例 

リスクレベルからみた施設の区分 分析評価手法（例） 

低リスク施設 ･設計段階：JHA チェックリスト法 

･施工段階：JHA 

中リスク施設 ･ 設 計 段 階 ： PHA 、 Design 用 FMECA 、

ETBA 

･施工段階：JHA、ETBA 

･運用段階：JHA、Process 用 FMECA、RBI/EBM 

高リスク施設 ・設計段階：PHA、HAZOP 

Design 用 FMECA, ETBA 

・ 施工段階：JHA、ETBA 

・ 運用段階：Process 用 FMECA、RBI/RBM RCM
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5.2 セーフティインテグレーション機能 

システムインテグレータは 5.1.1 に示したように、生産ラインシステムのライフサイクル全体に関

与する。それと同時に、ライフサイクルにおけるトータルコストの観点から試算し、安全対策の推進

と管理・運用体制の構築を計画するのもシステムインテグレーションの業務である。そこで、生産ラ

インシステムの安全性確保するためには、システムインテグレータが有するセーフティインテグレ

ーションに必要な機能は何かを定義することが必要と考えられる。NASA-STD-8719.7 における

設備安全の考え方は以下の通りである。 

 

 

図 5-2 NASA-STD-8719.7  Facility System Safety Guidebook 
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5.2.1  セーフティインテグレーションが必要な設備 

(1)  設備のリスクレベル 

設備のエネルギーレベル、リスクレベルによって、リスク分析の対象事項や採用すべき分析評

価手法も異なってくる。また、施設のミッションの違いからも採用すべき分析手法は異なってくる。 

表 5-2 に、設備のリスクレベルと、その特徴、リスクレベルに応じた分析手法を示す。 
 

表 5-2 設備区分と特徴 

（松本委員作成の資料を三菱総研で加工） 

リスクレベルから

見た設備の区分 特徴 分析評価手法（例） 

ハイリスク設備 保有あるいは運用するエネルギーレベ

ルが極めて大きい施設、あるいは有毒

物質や揮発性物質が最低基準を超す

総量が存在し、SHI4が一定水準以上

の有毒物質を使用・製造・処理・保有

する施設。 
（例）発電プラント、化学プラント、大量

交通輸送施設など 

設計段階:PHA、HAZOP、Design
用 FMECA、ETAB 
施工段階：JHA、ETBA 
運用段階：Process 用 FMECA、

RBI/RBM,RCM 

ミディアム・リスク

設備 
保有あるいは運用するエネルギーレベ

ルが、大きくない設備および取り扱って

いる物質の SHI の大きい施設 
（例）一般製品製造プラント、受配電施

設、大型冷凍施設、半導体製造施設、

高度医療施設など 

設 計 段 階 :PHA 、 Design 用

FMECA、ETAB 
施工段階：JHA、ETBA 
運用段階：Process 用 FMECA、

RBI/RBM 

低リスク設備 保有あるいは運用するエネルギーレベ

ルが極めて低い設備 
（例）物流倉庫、港湾荷役施設、立体

駐車場、廃棄物処理施設など 

設計段階:JHA、チェックリスト法 
施工段階：JHA 

 

(2)  セーフティインテグレーションが必要な設備 

セーフティインテグレーションの機能が必要な設備は、ハイレベル、ミディアムのリスクの設備で

あると考えられる。そこで、ハイリスク設備の例としては、鉄道システムが挙げられる。鉄道システム

                                                  
4 SHI：Substance Hazard Index（物質ハザード指数）の略称 
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のセーフティイタスクについては国際規格である IEC62278 の RAMS 規格で内容が細かく規定

されており、欧州を始め海外に鉄道システムを輸出する場合は、RAMS 規格が要求される案件

が増えている。RAMS 規格では、鉄道メーカはシステムのライフサイクル全体の安全性を定性的、

定量的に立証し、その結果を Safety Case（安全性を立証するドキュメント）に示すことが要求され

ている。また、実際のビジネスでは、第三者認証機関によって、鉄道メーカは各フェーズにおける

セーフティタスクが確実に行われているか確認を受ける。 

今まで、ハイレベル、ミディアムレベルのリスクで必要とされたセーフティインテグレータであるが、

ローレベルのリスクの設備であっても、複雑化かつ、ユーザでは十分なリスクアセスメントが行えな

いことも考えられる。そこで、リスクのレベルに関係なく工場の生産ラインシステムにはセーフティイ

ンテグレーションの機能が必要ではないかと考えられる。 

 

5.2.2  設備ライフサイクルにおけるセーフティインテグレーション機能の役割 

 設備ライフサイクルにおけるセーフティインテグレーション機能を検討したものを、図 5-3、図 

5-4 に示す。 

 

 

図 5-3 設備ライフサイクルにおけるセーフティインテグレーション機能（その 1） 
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図 5-4 設備ライフサイクルにおけるセーフティインテグレーション機能（その 2） 
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5.2.3 セーフティインテグレーションサービスの事例 

(1) OMRON Scientific Technologies 社 

OMRON Scientific Technologies 社は、Safety Integration5サービスを行っている。サービ

スの一例として表 5-3 に示す。 

 

表 5-3 OMRON Scientific Technologies 社のセーフティインテグレーションサービス 

• Turn-Key Safeguard Integration 

   ターンキー セーフガード インテグレーション 

• Machine Safeguarding Evaluation / Risk Level Identification / Risk Reduction 

   マシーンセーフガード評価 リスクレベル同定 リスク低減 

• Safety System Interface Engineering and Design  

   セーフティシステムインターフェース エンジニアリング＆デザイン 

• Machine or Process Safety Consulting 

   機械・プロセスセーフティコンサルティング 

• Safety Project Engineering/ Design 

   セーフティプロジェクト エンジニアリング デザイン 

• Annual Machine Safety Check-up 

   年次機械安全チェック 

 

                                                  
5 http://www.sti.com/machine-services/integration.htm 
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また、Turn-Key Safeguard Integration として、以下のサービスが紹介されている。 

 

表 5-4 Turn-Key Safeguard Integration 

• 適切な安全基準に遵守するために、機械設備や生産システム、ロボットセルを扱う様々な産

業分野に対してセーフガードシステムの導入等を専門的に扱う。 

• エキスパートが、特注のガードを製作したり、訓練を受けた電気技術者が、安全回路の要求を

満たすことを検証する。 

• インテグレーションチームはガードシステムの工場の人員に対して教育を行う。 

• 安全対策が適切に運用されているかを検証するために、現場の品質のモニタリングを行っ

て、プロジェクトマネジメントする。 

 

 

 

図 5-5 OMRON Scientific Technologies 社ホームページ 
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(2) Industrial Safety Integration 社 

Industrial Safety Integration 社6では、安全管理ソフトウェアと安全教育ソリューションを提

供し、作業場のハザードへの対応の支援を提供している。サービスの一例として下に示す。 

 

• Document management 

   ドキュメントマネジメント 

• Interactive task management 

   インタラクティブタスクマネジメント 

• Automatic training management 

   オートマティック トレーニング マネジメント 

• Safety training tracking system 

   セーフティ トレーニング トラッキング システム 

• Hazard analysis / risk estimation system 

   ハザードアナリシス リスク推定システム 

• Risk reduction assessment 

   リスク低減評価 

• Residual risk indication 

   残留リスク表示 

• Facilitation and creation of safety documentation 

   セーフティドキュメントのファシリテーションと作成 

• Clear and concise reports 

   明確で簡潔なレポート 

• Human resource management 

   ヒューマンリソースマネジメント 

• Work flow management 

   ワークフローマネジメント 

• Integrated risk reduction prioritization 

   リスク低減の優先付け 

                                                  
6 http://www.industrialsafetyintegration.com/ 
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図 5-6 Industrial Safety Integration 社ホームページ 

 

 

図 5-7 3 ステップメソッドにおける機械メーカと機械ユーザの関与 

（Industrial Safety Integration 社資料） 
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ハード面の安全対策として、3 ステップメソッドの 2nd ステップにおいて、リスクに応じた適切な

安全防護を提案、提供し、3 ステップメソッドの 3rd ステップにおいて、適切な警報標識、警報装

置等を提案提供している。ソフト面の安全対策として、生産現場のアセスメントを行い、その結果

をアセスメントレポート、ドキュメントとして報告や、機械ユーザに対するトレーニングや、定期的に

設備の安全に関してモニタリングを行い、現場にその状況のフィードバックを行っている。 

このように、機械メーカと機械ユーザとのインタラクションをマネジメントして、設備安全に資する

ハード面の安全対策とソフト面の安全対策を行うことが、必要と考えられる。アメリカでは、セーフ

ティインテグレーション機能を担う企業が存在し、彼らが生産現場の安全確保を担っているが、日

本には、そのような職業が存在しないため、現場力によって生産現場の安全確保を補っていると

考えられる。また、日本には機械安全をベースに設備安全に展開する役割が未定義であり、今後、

検討することが必要とされる。 

 

 

図 5-8 セーフティインテグレーション機能（米国）と現場力（日本）の関係 
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6. 課題の整理と今後の方向性の検討 

6.1 現状における課題の整理 

我が国の設備安全を確保していくために検討が必要とされる課題について、今年度の検討部

会での議論に基づき整理を行った。 

(1) 設備安全のルールについての体系的な整備が必要 

• 製造に使用する設備は、単体あるいは複数の機械と周辺機器の組み合わせで構成される。

単体の機械、機器の安全性確保のルールは明確になってきているが、組み合わせた際の

安全性をいかに確保するかについてのルールは不明確。 

(2) 作業安全の現場力が中心で機械安全の観点が不足 

• 我が国の生産現場では、設備の安全性確保に関して、優秀な現場の対応力（現場力）で

吸収してきた。しかし、現場力による安全は、作業安全面からのアプローチが主流であり、

機械安全の観点は不足していた。 

• 現場力は、作業現場におけるプロフェッショナルに依存する部分が非常に多く、安全性の

確保においても同様であると考えられる。これまでのプロフェッショナルが保持する現場力

は、現状では世代を超えて継承することは困難になっていると考えられる。これは、ハウツ

ーだけを決めてそれだけを覚える仕組みとしていたことによるものである。現場力を IT 化に

より共有することを実現すること、あるいは暗黙知を形式知に変えて標準化することで、この

問題に対応していくことが望まれる。 

(3) 機械安全をベースに設備安全に展開する役割が未定義 

• 機械安全のアプローチを展開して設備の安全性を確認していく役割が、明確に確認されな

いままに進められているのが現状である。そのために、システム全体を見渡して、安全性の

確保を確認できる人が不在。 

• この役割は、システムインテグレーションの枠組みの中の機能として、セーフティインテグレ

ーションとして考えるべきものであるが、システムインテグレーションの枠組みは自体が明確
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に定義されているとは言えない。 

 

上記の課題以外にも、設備安全を実現していくための課題として、以下に示すような課題が指

摘されていたが、今年度の検討部会の中では十分に議論することができなかったため、今後、検

討すべき課題として示しておく。 

• リスクアセスメントにおける機械メーカと機械ユーザの協力関係推進 

• 保全業務の標準化とリスクアセスメントの推進 

6.2 今後の活動の方向性 

6.1 で示した課題を解決していくための方向性について、検討部会での議論に基づき、以下の

ように整理した。 

(1) 機械設備に関するシステムインテグレーションの実態調査 

• 機械及び周辺機器（必要によっては建屋も含む）を統合して生産設備として構築するにあ

たって、システムインテグレーションが、誰が、どのように実施しているかについて、国内外

の状況を調査する。 

• 実施する組織としては、製造事業者が自ら実施する場合、専門の事業者が実施する場合

等が考えられる。 

• システムインテグレーションを実施する範囲としては、用地買収に始まり、建屋も含んだ生

産設備全体を対象とする場合から、目的に合わせた単体の製造ロボットを実現する場合ま

で、広い範囲が想定される。 

• インテグレーションの対象として、どのようなものが対象とされているかについても調査する。

単体の機械と追加の周辺機器はもとより、建築物やソフトウェア、あるいは現場での作業マ

ニュアル等も対象とすることが考えられる。 

• システムインテグレーションを構成している要素は何かを、調査結果に基づき整理を行う。

その中で、機械安全から設備安全に展開するために必要とされる要素を抽出する。 
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(2) 設備の変更管理の実態に関する調査 

• 機械設備は長年にわたって使用されるものであるため、設置時の安全性確保と同様に、そ

れ以降の継続的な安全性の確認も重要である。特に、設備に何かしらの変更が発生した

場合について、その影響を確実に管理することが求められる。 

• 我が国の製造現場においては、より高い生産性を実現するために、改善活動の一環という

位置付けもあり、製造現場が自らの手で設備を改造することが認められてきた。この改造と

いう名の変更は、我が国の産業の生産効率を向上させてきたと考えられるが、変更の内容

の管理方法については明確には要求されていない。 

• 生産に使用した設備の安全性を明確に説明するためには、設備の変更内容について管理

しておくことが必要とされ、現状における変更管理における安全性確保の実態を調査する。 

• 単体機械のアセスメントに関しては ISO 等で手法が示されているが、機械と機械、機械と人

間 の イ ン タ ー フ ェ ー ス の ア セ ス メ ン ト 、 Change management や Configuration 

management の手法を検討することも必要である。 

(3) セーフティインテグレーションに必要とされる機能の定義検討 

• 以上の調査に基づき、セーフティインテグレーションに必要とされる機能についての定義を

検討することが必要とされる。その際、セーフティーを労働災害、設備災害、環境にまで範

囲を広げて考える必要である。 

• セーフティインテグレーションに必要とされる機能を実現するには、どのような人材が必要と

されるのか、その人材に対して要求されるスキルについて明確化することが必要である。 

• セーフティインテグレーションを実現する人材について、要員の認証等を行う必要性につい

て検討するとともに、認証制度の成立性についても検討することが求められる。 
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お わ り に 
 

機械安全国際標準にも示される機械安全に対する基本的考え方は、ヨーロッパやアメリカだけ

ではなく、日本を除くアジア諸国にも浸透してきており、国際的な共通概念となってきている。 

我が国の産業界では、従来は機械で安全を守るという考え方が薄かったため、現状でも機械

安全国際標準の考え方は十分に浸透しているとは言えず、欧米に比べて機械の安全性に関して

は低いレベルにあると言わざるを得ない。しかし、我が国製造業の作業安全のレベルは高く労働

安全とともに生産設備の安全性を確保することで、事故防止のみならず品質維持など多くのメリッ

トに繋がると考えられる。機械安全の本質を理解し機械安全構築の普及をはかり、日本における

作業環境をも考慮にいれた安全のための技術を確立していくことが、国際社会における競争力の

向上にも寄与すると確信する。 

本事業において、企業の多くの生産現場が抱えると思われる問題点を抽出し、課題解決への

方向性を検討してきたことは、今後の企業の生産活動における機械安全の一層の普及促進に貢

献できるとともに、産業事故削減のためにも結びつくものと考えられる。 

今回の調査が、日本における機械安全レベルの向上に、多少なりとも貢献することができれば

幸いである。 
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